
学びに向かう力・人間性等のルーブリック⑥

思考・判断のルーブリック⑧⑨⑩

発表のルーブリック④

学びに向かう力・人間性等のルーブリック

①②③

○制作物（ワークシート・思考ツール等）

○表現（発表・プレゼンテーション等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○制作物（レポート，ワークシート，思考ツール等）

○自己評価・相互評価（評価カード，学習記録）

○他者評価（事業所・地域の方）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○制作物（レポート，ワークシート，思考ツール等）

○自己評価・相互評価（評価カード，学習記録）

○他者評価（事業所・地域の方）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○制作物（感想文，ポートフォリオ等）

○自己評価・相互評価（評価カード，学習記録）

○表現（発表・プレゼンテーション等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○自己評価・相互評価（評価カード，学習記録）

○他者評価（アンケート）

○ポートフォリオ（計画的に集積した記録や作品等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○表現（発表・プレゼンテーション等）

○ポートフォリオ（計画的に集積した記録や作品等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○ポートフォリオ（計画的に集積した記録や作品等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○ポートフォリオ（計画的に集積した記録や作品等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○ポートフォリオ（計画的に集積した記録や作品等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○ポートフォリオ（計画的に集積した記録や作品等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○ポートフォリオ（計画的に集積した記録や作品等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

学びに向かう力・人間性等のルーブリック①

学びに向かう力・人間性等のルーブリック②

学びに向かう力・人間性等のルーブリック③

学びに向かう力・人間性等のルーブリック④

学びに向かう力・人間性等のルーブリック⑤

情報収集のルーブリック①②③④⑤⑥⑦

思考判断のルーブリック⑦

思考判断のルーブリック①②③④⑥⑩

発表のルーブリック③④

思考・判断のルーブリック⑧⑨⑩

発表のルーブリック①②③④⑤

【Ｂ】理解しているこ
と・できることをどう
使うか
（未知の状況にも対応
できる「思考力・判断
力・表現力等」の育
成）

⑴「総合的な学習の時間」についてのオリエンテーション。

・小学校の「総合的な学習の時間」を振り返る。・各小学校で学んだ「総合的な学習の時間」の 取り組みを紹介し交流する。

・シンキングツール（象限分類）を用いて、佐伯の地域産業や仕事、職業について知っていることについて整理する。

⑵ふるさと佐伯を支える「仕事とはどんなものなのか」を考えるために、実際に仕事を体験してみよう。

⑶佐伯の造船業とはどんなものなのか。ふるさと佐伯の特徴的な産業について知ろう。

目的に応じて手段を選択し，情報を収集している。

③整理・分析

○自分の考えを，経験や知識と

結びつけて分類・整理するなど

して情報を扱っている。

複雑な問題状況における事実や関係を，事象を比較したり因果関係を推論したりして理解し，視点を定めて多様な情報を分析している。

④まとめ表現

○目的や意図に応じて，効果的

に自分の考えをまとめ，表現し

ている。

相手や目的，意図に応じて論理的に表現している。

○探究の過程をふり返り，自己

の学びを深めている。⑤ふり返り

○物事を多面的に見たり考えた

りして，課題を設定し追究して

いる。

○多様な着眼点から情報を収集

している。

⑴佐伯の職業や独自の産業などについて調べる。

（・地域の人からの聞き取り。・各分野の専門家や行政と連携し、地域の人をゲストティーチャーとして招く。）

⑵職場体験学習に向けての実態調査

（・職場体験で何を学ぶのかを明確にする。 ・資料を集め佐伯市の「業種」について基礎情報を得る。職場訪問の事前計画を作成する。）

ふるさとと社会との関わりを考えて課題を設定し，仮説を立てて検証方法を考え，追究している。

①課題の設定

      【第1学年】　　　　                           　　　　平成30年度　　佐伯市立鶴谷中学校「総合的な学習の時間」における資質・能力系統表

「ふるさと創生事業」で目指す姿 ふるさとを愛し、ふるさとの未来を創造する力

第1学年　【探究テーマ】　『佐伯の町を知り働く人や職業を知ろう』（ふるさと佐伯の「地域産業」の現状から考える）

【Ａ】何を理解してい
るか，何ができるか
（生きて働く「知識・
技能」の習得）

①知識・技能

○ふるさとのもの・人やそれら

に対する思い・願いを理解して

いる。

○探究の過程に応じた技能を身

につけている。

資質・能力が身についた全体像視　点

⑴地域の人や各分野の専門家、佐伯市行政機関と連携し、佐伯の職業や地域独自の産業について知る。（知識）

⑵ふるさと佐伯を支える「業種」について、聞き取りや資料などから基礎情報を得ることから知る。（知識）

⑶佐伯の造船業についての歴史や規模、技術などについてまとめ、発表するための技能を身に付ける。（技能）

段　階

ふるさとと社会との関わりがわかる。情報を比較・分類・関連づけ・多面的にみるなど，探究の過程に応じた技能を身につけている。

資質・能力が身についた生徒の姿

④協働性

〇自分のよさを生かしながら、探究活動に向き合おうとしている。　　　【Ｃ②】

・仲間と協力して根気強く課題を整理し追求している。【Ｃ④】

・ふるさとと自分・社会とのかかわりを考えながら、自分は何をどのようにすべきかを考えている。【Ｃ⑥】

○伝統・文化の継承，ふるさ

と・社会との繋がりや発展につ

いて考えている。

異なる意見や他者の考えを受け入れながら，探究活動に向き合い，互いを理解しようとしている。

ふるさとと自分・社会とのかかわりを考えながら，積極的にふるさとの活動に参加しようとしている。

課題に誠実に向き合い，解決に向けて探究活動に進んで取り組もうとしている。

自分のよさを生かしながら探究活動に向き合い，責任をもって探究活動に取り組んでいる。

探究的な課題解決の経験を自己の成長と結びつけ，次の課題へ積極的に取り組もうとしている。

課題解決に向けて，互いの特徴を生かして協同的に探究活動に取り組んでいる。

⑥地域貢献

【Ｃ】どのように社
会・世界と関わり，よ
りよい人生を送るか
（学びを人生や社会に
生かそうとする「学び
に向かう力・人間性
等」の涵養）

○より高い目標を立て，努力し

ようとしている。

⑴調査した内容を気候や産業などの面から分類し　共通点や相違点を整理する。

⑵佐伯市の職場体験学習後の整理・分析

（ ・感想文の制作 ・活動内容、職場体験の内容を整理  ・ポートフォリオを作成する）

⑶これまで調査・体験して得た学習内容や情報を整理し、わかりやすくまとめる。

（まとめ方や発表の方法や工夫について話し合う。）

②情報の収集

○自分の長所や短所を理解し，

自己の生き方を考えている。

○経験したことを自分に生か

し，次の課題に取り組もうとし

ている。

○課題解決に向けて，他者と力

を合わせて考え，実行しようと

している。

○自分と異なる意見に耳を傾

け，様々な立場の人から学ぼう

としている。

学習の仕方や進め方をふり返り，学習や生活に生かそうとしている。

⑴ふるさと佐伯市の「職業調べについて」学年に向けて発表する。

（佐伯市を支える産業を知り探究課題につなげる）

⑵佐伯市の職場体験学習(探究課題）の発表

（・ポートフォリオを文化祭で発表展示する。・ポートフォリオについてのアンケート実施）

⑶佐伯の造船業についての発表

（・佐伯の造船業について、歴史や規模、技術などをまとめて発表する。）

【４月】小学校の「総合的な学習の時間」を振り返る   ・各小学校で学んだ「総合的な学習の時間」の取り組みを紹介し交流する。

【３月】佐伯の職業や独自の産業などについて調べたり、職場体験学習で学んだりしたことをもとに、自分自身の生き方について考える。

  　　　（・佐伯の課題について２年生で取り組むテーマ【探究課題】を検討する）

⑤他者理解

①主体性

②自己理解

③内面化

評価の種類・方法(ツール）例 評価の観点　例

評価について

情報収集のルーブリック③④

思考・判断のルーブリック②③④⑤

発表のルーブリック①②③④⑤

情報収集のルーブリック③⑤⑥

思考・判断のルーブリック③⑦⑪



評価の種類・方法(ツール）例 評価の観点　例

評価について

情報収集のルーブリック②③④

思考・判断のルーブリック②③④⑤

発表のルーブリック①②③④⑤

情報収集のルーブリック③⑤⑥

思考・判断のルーブリック③⑦⑪

⑥地域貢献

【Ｃ】どのように社
会・世界と関わり，よ
りよい人生を送るか
（学びを人生や社会に
生かそうとする「学び
に向かう力・人間性
等」の涵養）

○より高い目標を立て，努力し

ようとしている。

⑴取材や聞き取りによって調査した特色や課題を整理する

⑵修学旅行・テーマ別自主研修の整理・分析

（ ・感想文の制作。 ・活動内容、調査内容を整理  ・ポートフォリオを作成する）

⑶「佐伯市への提言」の作成

（ ・独自の「提言」を班ごとに考える。 ・より効果的なプレゼンテーションの工夫について話し合う。）

②情報の収集

○自分の長所や短所を理解し，

自己の生き方を考えている。

○経験したことを自分に生か

し，次の課題に取り組もうとし

ている。

○課題解決に向けて，他者と力

を合わせて考え，実行しようと

している。

○自分と異なる意見に耳を傾

け，様々な立場の人から学ぼう

としている。

学習の仕方や進め方をふり返り，学習や生活に生かそうとしている。

⑴地域活性化調査発表会

（・学年に向けて発表する・佐伯と京都とを比較する探究課題につなげる）

⑵自主研修(探究課題）の発表

（・ポートフォリオを文化祭で発表展示する。・ポートフォリオについてのアンケート実施）

⑷「佐伯市への提言」テーマ別発表会

（・発表を聞き内容と発表の仕方を評価する。・代表発表班を決定する。）

⑶　「佐伯市への提言」学年発表会

（・佐伯市の行政関係者を招いて自分たちが考えた「提言」について発表プレゼンし、意見や感想を交流する。

【４月】１年次の学習の振り返り

（・地域の職業や産業、造船業について振り返る）

【３月】社会への関わり（社会貢献）について考える。自分自身の生き方について考える。

（・３年生の探究課題の設定につなぐ・佐伯への提言から３年生で取り組むテーマ【探究課題】を検討する。）

⑤他者理解

①主体性

②自己理解

③内面化

・ふるさとと自分・社会とのかかわりを考えながら、自分は何をどのようにすべきかを考えている。【Ｃ⑥】

○伝統・文化の継承，ふるさ

と・社会との繋がりや発展につ

いて考えている。

異なる意見や他者の考えを受け入れながら，探究活動に向き合い，互いを理解しようとしている。

ふるさとと自分・社会とのかかわりを考えながら，積極的にふるさとの活動に参加しようとしている。

課題に誠実に向き合い，解決に向けて探究活動に進んで取り組もうとしている。

自分のよさを生かしながら探究活動に向き合い，責任をもって探究活動に取り組んでいる。

探究的な課題解決の経験を自己の成長と結びつけ，次の課題へ積極的に取り組もうとしている。

課題解決に向けて，互いの特徴を生かして協同的に探究活動に取り組んでいる。

④協働性

・課題にそって、主体的に情報を集め、目的に合う情報を選択し活用している。【Ｃ①】

・仲間と協力して根気強く課題を整理し追求している。【Ｃ④】

      【第2学年】　　　　                           　　　　平成30年度　　佐伯市立鶴谷中学校「総合的な学習の時間」における資質・能力系統表　

「ふるさと創生事業」で目指す姿 ふるさとを愛し、ふるさとの未来を創造する力

第２学年　【探究テーマ】　『佐伯の活性化のために提言しよう』（ふるさと「郷土」の発展について考える）

【Ａ】何を理解してい
るか，何ができるか
（生きて働く「知識・
技能」の習得）

①知識・技能

○ふるさとのもの・人やそれら

に対する思い・願いを理解して

いる。

○探究の過程に応じた技能を身

につけている。

資質・能力が身についた全体像視　点

⑴地域の人や各分野の専門家、佐伯市行政機関への取材や聞き取りから知る。（知識）

⑵佐伯と京都の違いを比較することで知る。（知識）

⑶「提言」を情報発信するための技能（スキル）を身に付ける。（技能）

段　階

ふるさとと社会との関わりがわかる。情報を比較・分類・関連づけ・多面的にみるなど，探究の過程に応じた技能を身につけている。

資質・能力が身についた生徒の姿

【Ｂ】理解しているこ
と・できることをどう
使うか
（未知の状況にも対応
できる「思考力・判断
力・表現力等」の育
成）

⑴「総合的な学習の時間」についてのオリエンテーション。

・学習課題の設定「佐伯が佐伯が現在持っている特色や魅力、今後解決すべき課題とは何か。」

・シンキングツール（象限分類）を用いて、佐伯の地域について知っていることや未来予想や理想とする佐伯について整理する。

⑵佐伯と京都とを比較することによってふるさと佐伯を活性化させるための、ヒントを見つけよう。

⑶ふるさと佐伯の未来を考える、活性化のための『提言』を作ろう。

目的に応じて手段を選択し，情報を収集している。

③整理・分析

○自分の考えを，経験や知識と

結びつけて分類・整理するなど

して情報を扱っている。

複雑な問題状況における事実や関係を，事象を比較したり因果関係を推論したりして理解し，視点を定めて多様な情報を分析している。

④まとめ表現

○目的や意図に応じて，効果的

に自分の考えをまとめ，表現し

ている。

相手や目的，意図に応じて論理的に表現している。

○探究の過程をふり返り，自己

の学びを深めている。
⑤ふり返り

○物事を多面的に見たり考えた

りして，課題を設定し追究して

いる。

○多様な着眼点から情報を収集

している。

⑴佐伯の特色を調査する。

（・地域の人からの聞き取り。 ・各分野の専門家や行政と連携し、地域の人をゲストティーチャーとして招き聞き取りや取材をする。）

⑵佐伯を活性化させるための調査

（・修学旅行で何を学ぶのかを明確にする。○事前学習  ・資料を集め、「京都」について情報を得て自主研修計画を作成する。）

ふるさとと社会との関わりを考えて課題を設定し，仮説を立てて検証方法を考え，追究している。

①課題の設定

学びに向かう力・人間性等のルーブリック③

学びに向かう力・人間性等のルーブリック④

学びに向かう力・人間性等のルーブリック⑤

情報収集のルーブリック①②③④⑤⑥⑦

思考判断のルーブリック⑤⑦

思考判断のルーブリック①②③④⑥⑩

発表のルーブリック③④

思考・判断のルーブリック⑧⑨⑩

発表のルーブリック①②③④⑤

学びに向かう力・人間性等のルーブリック⑥

思考・判断のルーブリック⑧⑨⑩

発表のルーブリック④

学びに向かう力・人間性等のルーブリック

①②③⑥

○制作物（ワークシート・思考ツール等）

○表現（発表・プレゼンテーション等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○制作物（レポート，ワークシート，思考ツール等）

○自己評価・相互評価（評価カード，学習記録）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○制作物（レポート，ワークシート，思考ツール等）

○自己評価・相互評価（評価カード，学習記録）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○制作物（感想文，ポートフォリオ等）

○自己評価・相互評価（評価カード，学習記録）

○表現（発表・プレゼンテーション等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○自己評価・相互評価（評価カード，学習記録）

○他者評価（アンケート，関係者）

○ポートフォリオ（計画的に集積した記録や作品等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○表現（発表・プレゼンテーション等）

○ポートフォリオ（計画的に集積した記録や作品等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○ポートフォリオ（計画的に集積した記録や作品等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○ポートフォリオ（計画的に集積した記録や作品等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○ポートフォリオ（計画的に集積した記録や作品等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○ポートフォリオ（計画的に集積した記録や作品等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○ポートフォリオ（計画的に集積した記録や作品等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

学びに向かう力・人間性等のルーブリック①

学びに向かう力・人間性等のルーブリック②



評価の種類・方法(ツール）例 評価の観点　例

評価について

情報収集のルーブリック②③④

思考・判断のルーブリック②③④⑤

発表のルーブリック①②③④⑤

情報収集のルーブリック③⑤⑥

思考・判断のルーブリック③⑦⑪

⑥地域貢献

【Ｃ】どのように社
会・世界と関わり，よ
りよい人生を送るか
（学びを人生や社会に
生かそうとする「学び
に向かう力・人間性
等」の涵養）

○より高い目標を立て，努力し

ようとしている。

⑴調査・体験したことをもとに、解決しなければ　ならないと考える課題を整理・分析する。

⑵福祉体験活動（福祉施設、医療施設訪問）実施後の資料整理・分析

  （・感想文、礼状の制作。 ・活動内容、調査内容を整理  ・ポートフォリオを作成する）

②情報の収集

○自分の長所や短所を理解し，

自己の生き方を考えている。

○経験したことを自分に生か

し，次の課題に取り組もうとし

ている。

○課題解決に向けて，他者と力

を合わせて考え，実行しようと

している。

○自分と異なる意見に耳を傾

け，様々な立場の人から学ぼう

としている。

学習の仕方や進め方をふり返り，学習や生活に生かそうとしている。

⑴「ふるさと佐伯の高齢化や福祉の現状」発表会

　（・学年に向けて発表する）

⑵福祉体験活動(探究課題）の発表

  （・ポートフォリオを文化祭で発表展示する。・ポートフォリオについてのアンケート実施）

【４月】１・２年次の学習の振り返り

（・佐伯市への提言から地域課題について振り返る）

【３月】社会への関わり（社会貢献）について考える。

　　　　自分自身の生き方について考える。

（・卒業後の進路とともに探究課題設定につなぐ・行動に生かすために必要なこと）

⑤他者理解

①主体性

②自己理解

③内面化

○ふるさとと自分・社会とのかかわりを考えながら、自分は何をどのようにすべきかを考えている。【Ｃ⑥】

○伝統・文化の継承，ふるさ

と・社会との繋がりや発展につ

いて考えている。

異なる意見や他者の考えを受け入れながら，探究活動に向き合い，互いを理解しようとしている。

ふるさとと自分・社会とのかかわりを考えながら，積極的にふるさとの活動に参加しようとしている。

課題に誠実に向き合い，解決に向けて探究活動に進んで取り組もうとしている。

自分のよさを生かしながら探究活動に向き合い，責任をもって探究活動に取り組んでいる。

探究的な課題解決の経験を自己の成長と結びつけ，次の課題へ積極的に取り組もうとしている。

課題解決に向けて，互いの特徴を生かして協同的に探究活動に取り組んでいる。

〇課題設定や福祉体験の活動場面で、異なる意見や他者の意見を受け入れながら、探究活動に向き合い、互いの考えを理解しようとしている。【Ｃ⑤】

④協働性

〇探究的な課題解決の経験を自己の成長と結びつけ，次の課題へ積極的に取り組もうとしている。【Ｃ③】 

      【第３学年】　　　　                           　　　　平成30年度　　佐伯市立鶴谷中学校「総合的な学習の時間」における資質・能力系統表　

「ふるさと創生事業」で目指す姿 ふるさとを愛し、ふるさとの未来を創造する力

第3学年　【探究テーマ】『佐伯の現状から、明るい福祉貢献のあり方を探ろう』
（高齢化するふるさと佐伯への福祉貢献について考える）

【Ａ】何を理解してい
るか，何ができるか
（生きて働く「知識・
技能」の習得）

①知識・技能

○ふるさとのもの・人やそれら

に対する思い・願いを理解して

いる。

○探究の過程に応じた技能を身

につけている。

資質・能力が身についた全体像視　点

⑴福祉施設職員・社会福祉協議会員などのゲストティーチャーとして招き福祉の現状をともに考えることから知る。（知識）

⑵資料や聞き取りから「佐伯市の福祉施設や医療施設」についての現状や基本的な知識を得ることから知る。（知識）

⑶実際に体験に活用できる、コミュニケーションを図るための技能（スキル）を身に付ける。（技能）

段　階

ふるさとと社会との関わりがわかる。情報を比較・分類・関連づけ・多面的にみるなど，探究の過程に応じた技能を身につけている。

資質・能力が身についた生徒の姿

【Ｂ】理解しているこ
と・できることをどう
使うか
（未知の状況にも対応
できる「思考力・判断
力・表現力等」の育
成）

⑴「総合的な学習の時間」についてのオリエンテーション。

・学習課題の設定「２年次に検討した探究課題（社会貢献）」をもとに、新たに取り組む探究課題を設定する。

・シンキングツール（象限分類）を用いて、佐伯の高齢化について考えることや課題、理想とする佐伯の未来予想について整理する。

⑵佐伯の高齢化を支える、人・物（施設）・こと（具体的な行動）と出会い、自らすすんで体験することから、佐伯の福祉改善のためのヒントを見つけよう。

目的に応じて手段を選択し，情報を収集している。

③整理・分析

○自分の考えを，経験や知識と

結びつけて分類・整理するなど

して情報を扱っている。

複雑な問題状況における事実や関係を，事象を比較したり因果関係を推論したりして理解し，視点を定めて多様な情報を分析している。

④まとめ表現

○目的や意図に応じて，効果的

に自分の考えをまとめ，表現し

ている。

相手や目的，意図に応じて論理的に表現している。

○探究の過程をふり返り，自己

の学びを深めている。
⑤ふり返り

○物事を多面的に見たり考えた

りして，課題を設定し追究して

いる。

○多様な着眼点から情報を収集

している。

⑴福祉施設職員・社会福祉協議会員などのゲスト　ティーチャーとして招き福祉の現状を考える。

（・各分野の専門家や行政と連携する・高齢者疑似体験セットを使った疑似体験・認知症についてなどの講話）

⑵福祉体験活動に向けての事前聞き取り調査

（・福祉体験活動で何を学ぶのかを明確にする。・福祉体験活動の目的に沿う施設等の選定）

（・資料を集め「佐伯市の福祉施設や医療施設」について基本的な知識を得る。）

ふるさとと社会との関わりを考えて課題を設定し，仮説を立てて検証方法を考え，追究している。

①課題の設定

学びに向かう力・人間性等のルーブリック③

学びに向かう力・人間性等のルーブリック④

学びに向かう力・人間性等のルーブリック⑤

情報収集のルーブリック①②③④⑤⑥⑦

思考判断のルーブリック⑦

思考判断のルーブリック①②③④⑥⑩

発表のルーブリック③④

思考・判断のルーブリック⑧⑨⑩

発表のルーブリック①②③④⑤

学びに向かう力・人間性等のルーブリック⑥

思考・判断のルーブリック⑧⑨⑩

発表のルーブリック④

学びに向かう力・人間性等のルーブリック

①②③⑥

○制作物（ワークシート・思考ツール等）

○表現（発表・プレゼンテーション等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○制作物（レポート，ワークシート，思考ツール等）

○自己評価・相互評価（評価カード，学習記録）

○他者評価（事業所・地域の方）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○制作物（レポート，ワークシート，思考ツール等）

○自己評価・相互評価（評価カード，学習記録）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○制作物（感想文，ポートフォリオ等）

○自己評価・相互評価（評価カード，学習記録）

○表現（発表・プレゼンテーション等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○自己評価・相互評価（評価カード，学習記録）

○他者評価（アンケート，関係者）

○ポートフォリオ（計画的に集積した記録や作品等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○表現（発表・プレゼンテーション等）

○ポートフォリオ（計画的に集積した記録や作品等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○ポートフォリオ（計画的に集積した記録や作品等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○ポートフォリオ（計画的に集積した記録や作品等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○ポートフォリオ（計画的に集積した記録や作品等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○ポートフォリオ（計画的に集積した記録や作品等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

○ポートフォリオ（計画的に集積した記録や作品等）

○観察（話し合い，学習活動の状況等）

学びに向かう力・人間性等のルーブリック①

学びに向かう力・人間性等のルーブリック②


